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西宮市民会館 アミティホール 西宮市六湛寺町10番11号 ☎33-3111

1階868席・2階312席　火曜休館（祝・休日の場合は翌営業日休館）

日・曜日 開演時間 催　　物　　名 当日一般料金等 お問合せ先

２（木） 11：00 アート for キッズ　プリンセスコンサート 1,400円
※３歳未満入場不可

（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

６（月） 13：30 西宮市民生委員・児童委員制度
創設70周年記念式典 関係者 西宮市地域共生推進課

☎35-3032

９（木） ①10：30
②13：30 西宮市生涯学習大学「宮水学園」 関係者 西宮市生涯学習推進課

☎35-5165

15（水） 14：00 甲陽ウィンドアンサンブルの夕べ
第13回甲陽学院高等学校アンサンブル部OB会 無料 溝口

☎090-3928-5381

19（日） 14：00 第27回西宮商工会議所「くすの木コンサート」 1,000円
※未就学児入場不可 西宮商工会議所

21（火） 10：30 作曲ワークショップ
アミティホールでプロと音楽を作っちゃおう‼ 申込締切済 （公財）西宮市文化振興財団

☎33-3146

25（土） 10：00 学校説明会 関係者 西宮市立西宮東高等学校
☎47-6013

26（日） 17：00 FBIふみこばれえあいらんど発表会 無料 FBIふみこばれえあいらんど
☎73-3811

29（水） 18：30 第51回大学バトン・チアフェスティバル 500円 関西バトン・チア連盟
☎090-9254-0487

30（木） ①10：30
②13：30 西宮市生涯学習大学「宮水学園」 関係者 西宮市生涯学習推進課

☎35-5165

ギャラリーアミティ 西宮市民会館
開催期間 時間（最終日） 展　覧　会　名　称 内　　容 お問合せ先

８/29・30・31
（初日12：00〜）
９：00〜17：00

（〜16：00）
宮水学園パステル画愛好会展 パステル画展示 大塚

☎090-1731-6344

西宮市プレラホール 西宮市高松町4番8号 プレラにしのみや5階 ☎64-9485
定員300名　火曜休館（祝・休日の場合は翌営業日休館）

日・曜日 開演時間 催　　物　　名 当日一般料金等 お問合せ先

11（土・祝） 16：00 スタジオ リトル第10回発表会 無料 姫　まりか
☎090-8369-2845

16（木） 16：00 第７回プチ・エトワール・バレエ勉強会 無料 田淵　敏子
☎67-5010

26（日） 13：00 ヴァイオリン発表会 無料 ──

27（月） 14：00 ハーモニー翠星　ヴァイオリン研修会 無料 ──

なるお文化ホール 西宮市古川町1番12号 ☎47-7977
定員632名　火曜休館

平成30年７月〜12月の間、天井耐震工事のため休館中です。（受付業務は通常通り行います）

西宮市甲東ホール 西宮市甲東園3丁目2番29号 アプリ甲東4階 ☎51-5144
定員245名　月曜休館（祝・休日の場合は翌営業日休館）

日・曜日 開演時間 催　　物　　名 当日一般料金等 お問合せ先

４（土） 15：00 HARP＆ハープVol.１
〜マリアハープとケルティックハープ〜 4,000円 甲東ホール

☎51-5144

５（日） 14：00 Rossini Serate Musicali　
ロッシーニの名曲をあなたに 3,000円 （株）エーディルタイム（志賀）

☎090-4285-9706

８（水） 14：00 歌で楽しむコンサート
〜夏のひとときにクラシックの名曲を〜 2,000円 Shinさんのサロンコンサート（松田）

☎090-4649-5825

18（土） ①11：00
②14：00

フルートアンサンブルSAKURAジェンヌ　
ファミリーコンサート 2,000円 甲東ホール

☎51-5144

19（日） 14：00 噂のシンガーズ７thコンサート 2,000円 スタジオ　ソニア
☎080-3867-8351

25（土） 14：00 とびだせみんなの音楽室 無料 とびだせみんなの音楽室実行委員会（阿部）
☎078-882-4131

西宮市立市民ギャラリー 西宮市川添町15番26号 西宮市教育文化センター内 ☎33-1666
月曜休館

開催期間 時間（最終日） 展　覧　会　名　称 内　　容 お問合せ先

７/31〜８/５ 10：00〜17：00
（〜12：00）日中児童書画作品展 書画 中国文化芸術センター

☎67-0122

８/18〜８/19 10：00〜16：00
（〜16：00）小さな会の書道展 書道 聖心書道会

☎26-1755

８/21〜８/26 10：00〜17：00
（〜15：00）第20回阪神・丹有高等学校美術展「絵美展」 平面・立体 兵庫県立鳴尾高等学校

☎47-1324

８/21〜８/26 10：00〜17：00
（〜15：00）第５回こども・えほんのえ・てんらんかい 絵本に関する絵 （株）双葉化学商会

☎23-7730

８/28〜９/２ 10：00〜17：00
（〜14：00）武庫川女子大学美術部「夏展」 絵画 武庫川女子大学美術部

☎45-3526

市民ギャラリー使用申込みの受付　平成31年度上半期分の使用申込みを以下の通り受け付けます。

受付日時:平成30年９月１日（土）午前10時より受付、午前10時30分より抽選。（抽選後の空き区分については、随時受け付けます。）
受付場所:西宮市教育文化センター内、西宮市立市民ギャラリー２階　集会室
使用期間:平成31年４月２日（火）〜平成31年９月29日（日）
問合せ先:西宮市立市民ギャラリー事務室　☎0798−33−1666

※筆記用具をご持参ください。
所 在 地:西宮市川添町15−26　西宮市教育文化センター内

（中央図書館と併設）　☎0798−33−1666
休 館 日:毎週月曜日　年末・年始
利用の単位:１週間（火曜日〜日曜日の６日間）

＊搬入は、月曜日（午前10時〜午後５時まで）
＊搬出・片付けは、日曜日（〜午後６時まで）
＊利用時間を超過して使用される場合は、超過使用料を
　いただきます。

利用時間:午前10時〜午後６時
そ の 他:①市外居住者が利用される場合は、５割増となります。

②使用者が入場料などを入場者から徴収するとき、作品の販売をするときは使用料（①の場合は加算後）10割増
③全作品のうち制作者の年齢が40歳未満の作品が過半数を超える場合、使用料の50％が減額されます。（事前リスト提出）
④２週間連続で利用される場合、２週目分の50％が、減額されます。

施設の概要
床面積

㎡
展　示　延　長 m 展　示　面　積 ㎡ 天井高

m
１ 週 間 の
使 用 料壁面 パネル最大 計 壁面 パネル最大 計

２
階

第 １ 展 示 室 258 59 68 127 198 221 419
3.5

78,000円
第 ２ 展 示 室 220 51 58 109 173 187 360 69,000円
計（２階全室） 478 80 156 236 270 509 779 147,000円

３
階

第 ３ 展 示 室 158 47 19 66 159 60 219
3.5

48,000円
第 ４ 展 示 室 161 46 12 58 155 40 195 48,000円
計（３階全室） 319 63 61 124 213 201 414 96,000円

西宮市立北口ギャラリー展示室 西宮市北口町1番2号 アクタ西宮東館6階 ☎69-3160
月曜休館

開催期間 時間（最終日） 展　覧　会　名　称 内　　容 お問合せ先

７/31〜８/５ 10：00〜18：00
（〜17：00）創立47周年西宮造形研究会展 デッサン・油彩・水彩・日

本画等
前田　豊稔
☎73-5344

８/７〜８/12 10：00〜17：00
（〜16：00）玄窯社陶芸展 陶芸作品 平田　武夫

☎06-6422-1158

８/７〜８/12 10：00〜17：00
（〜15：00）神戸学生制作会八月展 洋画・デザイン・彫刻 長田　尭之

☎090-6982-1301

８/７〜８/12 10：00〜18：00
（〜17：00）第28回瑞豊会日本画展 日本画 目黒　寛司

☎20-4508

８/14〜８/19 10：00〜18：00
（〜17：00）富嶽書道展 書道作品 福重　美和子

☎67-5675

８/21〜８/26 10：00〜17：00
（〜16：30）西宮現代美術研究会展 油彩・水彩・日本画・小品 伊藤　弘之

☎26-4040

８/21〜８/26 10：00〜18：00
（〜16：00）HSCデジカメクラブ作品展 写真 朝比奈　千秋

☎078-821-8262

８/21〜８/26 11：00〜17：00
（〜15：00）平成30年度第58回西宮市教美展 洋画・日本画・書・写真・

イラスト・工芸など
平木中学校（岡本）
☎65-4500

８/28〜９/２ 10：00〜18：00
（〜16：00）関西学院大学文化総部書道部学外展 書道 片岡　芙美子

☎080-8144-6837

８/28〜９/２ 10：00〜18：00
（〜16：00）洋画グループアートコロ作品展 洋画 森本　正義

☎22-6080

８/30〜９/２ 10：00〜19：00
（〜16：00）「深雪とゆかいな仲間」 まくらめ編 尾﨑　深雪

☎64-0874

北口ギャラリー使用申込みの受付
平成31年度上半期分の使用申込みを下記の通り受け付けます。
受付日時:平成30年９月１日（土）

展示室は、午前10時〜午前10時30分受付、利用者は、抽選により決めます。
創作室については、空き区分のみ新規受付を行います。

受付場所:西宮市大学交流センター大講義室（アクタ西宮東館６階）
使用期間:平成31年４月２日（火）〜平成31年９月29日（日）
問合せ先:北口ギャラリー事務室（アクタ西宮東館６階）☎0798−69−3160

※筆記用具をご持参ください。

利用料金
第１展示室 216㎡

１単位
（6日間）

112,200円
第２展示室 146㎡ 85,800円
第３展示室 114㎡ 68,400円
第１創作室 129㎡ １区分 2,600円
第２創作室 95㎡ １区分 1,900円

※①第1展示室と第2展示室は1つの展示室として使用できます。
※②市外居住者が使用するときは5割増
※③使用者が観覧料・受講料などを入場者から徴収するとき、
　　物品の販売を行うときは使用料（②の場合は加算後）の10割増

市内美術館・博物館
施　設　名 展　覧　会　名 期間・料金等

西 宮 市 立 郷 土 資 料 館
川添町15−26� ☎33−1298
10:00〜17:00（入館は16:30まで）月休

第34回特別展示「八十塚古墳群の時代−武庫平野にお
ける群集墳の成立と展開−」 ７/14〜８/26　無料

西宮市大谷記念美術館
中浜町4−38� ☎33−0164
10:00〜17:00（入館は16:30まで）水休

2018イタリア・ボローニャ国際絵本原画展 ８/11〜９/24　800円

ア ガ ペ 大 鶴 美 術 館
甲山町53−４� ☎73−5111
10:00〜17:00（入館は16:30まで）火休

常設展示「日光東照宮社殿1/10模型」「象牙彫刻・聖母マ
リアと聖母子像」「西郷隆盛、大久保利通、木戸孝允ら元
勲の書」他

通年　1,000円

関 西 学 院 大 学 博 物 館
上ケ原一番町1−155�☎54−6054
9:00〜16:30（入館は16:00まで、最終日16：00）日休

平常展「Gift for the Future　関西学院のあゆみ−学院
を築いた４人の院長（仮）−」
特集陳列「第４代院長C,J.L.ベーツがのこした写真アル
バムから」

８/１〜10/20　無料
祝休日及び8/11〜21、25休館
但し9/24、10/8は開館

笹倉鉄平ちいさな絵画館
能登町11−17� ☎75−2401
10:00〜18:00（入館は17:30まで）火・水休

笹倉鉄平　「絵画とイラストって、どう違うのだろう」展 ７/12〜９/24　300円

辰 馬 考 古 資 料 館
松下町2−28� ☎34−0130
10:00〜16:30（入館は16:00まで）月休

夏季教室展「集められた　たからもの」 ６/９〜９/２　200円

白鹿記念酒造博物館（酒ミュージアム）
鞍掛町8−21� ☎33−0008
10:00〜17:00（入館は16:30まで）火休

①夏季館蔵品展「絵で見るものがたり」
②ワークショップ「知りたい！宮水のひみつ」

①７/11〜８/27　400円
②８/５　14：00〜15：30　無料（但し要入館料）
・ 7/28（土）までに往復ハガキまたはFax（0798-32-

2790）にて申込（必着）・対象：小学３年生〜６年
生・定員：20名

8/14臨時開館　8/20〜22夏期休館

市内ギャラリー
施　設　名 展　覧　会　名 期間・休館日等

ア ト リ エ 風 姿 花 伝
社家町1-68� ☎090-3270-1198

谷崎潤一郎研究家・たつみ都志の母95歳の遺作展　
冨山恵照・日本画の世界

８/９〜８/11　
11：30〜17：00（入館16：30まで）

（最終日15：00）会期中無休

ギ ャ ラ リ ー 甲 風 画 苑
甲風園1−7−8� ☎67−9174

〈公募展〉第７回絵本・イラスト原画展
８/17〜８/22　
10：00〜18：00（初日は13：00〜）

（最終日16：00）

ギャラリーSHIMA
大井手町7−15� ☎70−7000

①2018年「イタリア・ボローニャ国際絵本原画展入選」
　あかいふうせん　山田和明
②2018年「イタリア・ボローニャ国際絵本原画展」
　※過去入選作品の絵本になった高精密画の展示・販売

①８/21〜８/26
②８/28〜９/２
いずれも11：00〜18：00（最終日17：00）月休

ギ ャ ラ リ ー わ び す け
甲子園口1−4−3� ☎63−6646

西宮ぎゃらりーさんぽ　理惠凸凹個展「生」 ８/24〜８/31　13：00〜18：00　
会期中無休

日 中 藝 苑 ギ ャ ラ リ ー
名塩ガーデン8−１9�☎090−4278−6687

金祥龍小品展
８/３〜８/４　
13：30〜16：00（入館15：30まで）
会期中無休

西宮市山口ホール 西宮市山口町下山口4丁目1番8号 山口センター1階 ☎078-904-2760
定員230名　月曜休館（祝・休日の場合は翌営業日休館）

日・曜日 開演時間 催　　物　　名 当日一般料金等 お問合せ先

５（日） 10：00 全天候型フリーマーケットひろば2018夏 無料 北六甲台エココミュニティ会議（上村）
☎0797-61-1101

25（土） ①13：00
②17：00

ミュージカルファンタジー
「こうのとりが飛ぶとき」ハイライトバージョン（2回公演）2,800円 市民ミュージカル劇団『希望』（濱崎）

☎090-4649-1475

西宮市山口ホール 展示室 山口センター1階
開催期間 時間（最終日） 展　覧　会　名　称 内　　容 お問合せ先

８/１・８・
22・29 18：00〜19：30 ジャズダンスの練習 ダンス ラブ・ステップ（佐藤）

☎090-3547-4335

８/７ 20：00〜22：00 ハタヨガ ヨガ アサナ会（内垣）
☎078-904-3714

８/７・８ 10：00〜16：00 切手の買い取り 切手の買い取り （株）桜花
☎079-227-2375

８/14・21・
28 20：00〜21：30 バランスボールで体幹ストレッチ 体操 リフレッシュ（丸山）

☎080-3133-5812

８/16 10：00〜16：00 山を想う絵画展 ペン画 西田　英太

当日一般料金のみ掲載しております。市外局番0798は省略しております。各催物、展覧会の内容、休館日、その他の料金等 
詳細についてはお問合せ先にご確認ください。月のスケジュール

西宮市フレンテホール 西宮市池田町11番1号 フレンテ西宮5階 ☎32-8660
定員300名　火曜休館（祝・休日の場合は翌営業日休館、催しのある火曜日については開館します）

火曜日の使用については、お問合せください。

日・曜日 開演時間 催　　物　　名 当日一般料金等 お問合せ先

１（水）
①10：30
②12：30
③14：30

クールスポット事業
夏休み自由研究 in フレンテ西宮

事前申込
材料費500円

西宮都市管理（株）
☎32-8686

４（土） 14：00 フレンテダンスジュエルズ＃10 2,500円 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

８（水） 13：30 危険物取扱者保安講習 事前申込 兵庫県危険物取扱協会
☎078-333-8032

12（日）
①10：30
②13：30
③16：30

フレンテ映画サロン「八重子のハミング」 500円
※当日のみ販売

西宮都市管理（株）
☎32-8686

15（水） ①10：30
②13：30

クールスポット事業
夏休みアニメ映画「怪盗グルーのミニオン大脱走」 無料 西宮都市管理（株）

☎32-8686

18（土） 17：30 「めくる」アカペラライブ 800円 クレセントパーティ
☎080-6179-0243

19（日） 13：00 クラシック音楽の発表会 無料 pf会

20（月） 19：00 西浦達雄コンサート2018〜オレたちの夏〜 3,000円 関西野球狂会

22（水） ①10：30
②13：30

クールスポット事業
夏休みアニメ映画「SING/シング」 無料 西宮都市管理（株）

☎32-8686

26（日） 13：30 西宮三曲協会　邦楽への誘い
〜楽器体験つき〜 無料

西宮市フレンテホール指定管理者
日本管財・文化律灘・HA2B共同事業体
☎32-8660

29（水） ①10：30
②13：30

クールスポット事業
第11回フレンテ寄席〜てんてん 無料 西宮都市管理（株）

☎32-8686

ギャラリーフレンテ フレンテ西宮4階
開催期間 時間（最終日） 展 覧 会 名 称 内　　容 お問合せ先

７/27〜８/５ 10：00〜18：00
（〜16：00）パンダのいる西宮展 パンダ作家・大西亜由美に

よる写真展
西宮市フレンテホール指定管理者 
日本管財・文化律灘・HA2B共同事業体
☎32-8660


